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○自ら学ぶ子（知）
○人のために行動できる子（徳）
○自他を尊重する子（徳）
○心身の健康安全に向け挑戦する子（体）
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１ 金 学年始休業～4/6
２ 土
３ 日

『 光の春を迎えて
一年間のご支援に感謝申し上げます 』
校 長

野 口

育 子

肌に感じる風や日差しが温かくなり，光の春が近づいてきました。３月１８日，「標茶小学校の顔」として学校をリー
ドしてきた５３名の６年生が，未来への夢と希望を胸に，本校を巣立っていきました。卒業証書を受け取る子ども達の真
剣な眼差しや卒業式に参加する素晴らしい態度に，大きな成長を実感いたしました。

４ 月
５ 火
６ 水 新６年入学式前日準備
着任式 前期始業式 入学式
７ 木
３時間授業
１年下校指導 ２～６年給食開始
８ 金
定時退勤日 ※１年生バス

し，いつも下級生を優しく導き，頼もしい６年生でした。また，相手への思いやりや素晴らしい団結力，真剣に取り組む
姿は感動を与えてくれました。この姿は，本校が目指す「自律し，協働し，拓く子ども」の姿そのものであり，下級生に
とって「憧れ」そして，「目標」でもありました。これらの姿は家庭・地域・学校での出会いや経験、学びを通した「成
長の姿」と思います。中学校では，「自分の夢・みんなで叶える夢」の実現に向け，力強く前進してくれることを心から
願っています。各教室において，テレビ放送で卒業式に参加した１年生～５年生には，標茶小学校の素晴らしい歴史と伝
統をしっかり引き継いで欲しいと思います。

さて，令和３年度の教育活動も修了式が最後となりました。今年度も新型コロナウイルス感染症対策のため，教育活動
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18 月 避難訓練
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19 火 ６年全国学力学習状況調査 ＡＬＴ
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20 水 尿検査配布日 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ来校日
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21 木 尿検査回収日 委員会活動日
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９ 土
10 日
１年下校指導 バス乗車指導
校内研修日
１年給食開始 １年下校指導 ＡＬＴ
12 火 ２計測・視力・聴力検査(中)
ＰＴＡ役員会
11 月

13 水 ５時間授業 １・２年交通安全教室

この一年間，最上級生として，縦割り班活動や委員会・クラブ活動，学校行事など様々な場面でリーダーシップを発揮

10:40

２計測・視力・聴力検査(高)
１・２年交通安全教室予備日
２計測・視力・聴力検査(低)
15 金
委員会活動日 定時退勤日
14 木

16 土 授業参観日・学級懇談・ＰＴＡ総会
17 日

22 金 振替休日(4/16)

の変更を余儀なくされましたが，子ども達は，お互いの良さを認め合い，協働して課題を解決し，物事に粘り強く取り組

23 土

むことができました。一段一段着実に成長する子ども達の姿を見ることができたことが，何よりも嬉しく思います。これ

24 日

からも，苦しいことや辛いことに立ち向かう「しなやかな心」をもち，「自律し，協働し，拓く子ども」の育成に向け，

25 月 個別面談
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教職員一同，連携・協働を深め，創意とチャレンジする学校運営を進めて参ります。

26 火 個別面談 １年生を迎える会 ＡＬＴ

13:30

13:30

27 水 １年給食後下校 ２年以上５時間授業

13:30

14:50

達の成長を見守っていただきました地域・教育関係者の皆様に，心より感謝申し上げます。新年度も，

28 木 個別面談 定時退勤日

13:30

13:30

本校の教育活動に対しましてご理解とご支援を賜りますようよろしくお願いいたします。

29 金 祝日(昭和の日)

この一年間，学校の教育活動にご支援ご協力をいただきました保護者の皆様，また，校区の子ども

30 土

16:00

３月１８日(金)，標茶町教育委員会島田教育長様，栗田勇ＰＴＡ会長様のご臨席
を賜り，第１３６回卒業証書授与式を挙行致しました。中学校の制服等に身を包み，
少し緊張した面持ちで式を迎えた６年生５３名。６年間を振り返り，たくさんの思
いを胸に小学校を卒業しました。仲間の大切さを改めて実感し，中学校ではさらに
広げてほしいと思います。
卒業生５３名がこれまで家庭や小学校で学んだことを礎に，さらに大きく飛躍し
てくれることを願っています。ご卒業おめでとうございます。

令和３年度の標茶小学校教育活動を振り返って
今年度は「ＧＩＧＡスクール元年」とも言われ，児童
一人に１台の端末が届けられました。標茶小学校では６
月よりクロームブックの使用が始まりました。全学年が
持ち帰ったクロームブックを使って学校との接続試行も
行いました。ご協力いただきありがとうございました。
クロームブックの使用は子ども達も担任も初めての経
験で，日々試行錯誤の連続でしたが，現在では様々な場
面で積極的に活用されるようになりました。
一方，使用に関するルールや情報モラルなど，多くの
課題が残されています。さらには，本校の子ども達は，
メディア利用時間が全国平均と比べて長い傾向にありま
す。メディアの長時間利用による健康への影響，学力や
体力の低下との関係性が指摘されています。ぜひ，今後
も保護者の皆様と一緒にこの問題について考えていきた
いと思います。
文責：チームシステムづくり 中川
体づくりでは，
「自律的な生活リズムの定着」と「縦割
り清掃の充実」を重点に取り組みました。今年度は，年
６回生活リズムチェックを実施することで，児童の生活
習慣を把握し，学校と家庭が連携を図りながら，子ども
達のより良い生活習慣の確立を目指しました。ご協力あ
りがとうございました。また，縦割り班による清掃活動
については，感染症予防の観点から，予定の回数を減ら
しての実施となりましたが，1 年生から 6 年生までがそ
れぞれの役割を果たし、協力しながら活動を進める様子
がたくさん見られました。
一方で，体力テストでは，全国平均を下回る種目が多
く，子ども達の体力面での課題が見られました。来年度
も体育の授業改善，子ども達が体を動かしたくなる環境
づくりに努めていきたいと思います。ご家庭にもご理解，
ご協力いただくことがあるかと思いますので，どうぞよ
ろしくお願いいたします。
文責：チーム体づくり 中村

～成果と課題～

今年度末をもって９名の先生方が異動，退職されることになりました。

■野口育子校長先生（令和２年４月より２年間

釧路市立中央小学校へ）

子ども達のために労を惜しまず協力してくださった保護者の皆様，子ども達を見守り温かな
声をかけてくださった地域の皆様，大変お世話になり心よりお礼申し上げます。素直で優しい
子ども達に囲まれ，元気な子ども達の挨拶にパワーをもらい，大変幸せな２年間でした。本当
にありがとうございました。これからの標茶小学校の一層のご発展をご祈念致します。

■磯里道子先生(平成２６年４月より８年間

弟子屈町立美留和小学校へ)

縦割り班活動の継続にあたり、異なる学年同士でのつ
ながりを深められたり、高学年としての自覚・責任感・
思いやりを高められたりすることができました。
ただ、年上や目上の方への言葉遣い、雪山に登らない
などの安全な登下校については今後の課題と捉え、指導
を継続していきます。
次年度も、学校と家庭が連携し、
「子ども達の心」の成長のためにご
協力をよろしくお願いします。
文責：チーム心づくり 平松

元気で明るく心優しい子ども達と過ごした日々は，かけがえのない宝物です。保護者の皆様，
地域の皆様には，様々な場面でご協力，ご支援いただきとても感謝しています。8 年間本当に
ありがとうございました。

チーム学びづくりでは，子ども達のよりよい学びを目
指し，日々の授業づくりを軸とした校内研修を行い，今
年度は国語の「書くこと」を中心に授業づくりを進めて
きました。前年度町学力サポート（ＣＲＴ）の結果，国
語の「書くこと」領域に課題が見られたためです。私た
ちが目指したのは，
「自分の考えを明確にし，表現できる
児童」です。
「誰に向けて書くのか（相手意識）
」，
「何のために書く
のか(目的意識)」を持たせる言語活動を設定することを
意識するようにしました。例えば３年生では，スーパー
マーケットを見学してきたことを，２年生に伝えるとい
う活動を設定しました。
また，
「身に付けさせたい力」をはっきりと意識して単
元を組み立てるということも大切にしてきました。１年
生では「のりもの図鑑」を作る活動を通して，乗り物の
「やくわり」と「つくり」のつながりを意識できるよう
に考えました。
このように，丁寧に授業を組み立てたことによって，
今年度の町学力サポート（ＣＲＴ）で「書くこと」領域
の結果は昨年度と比べて大変良好な結果となりました。
これからも，子ども達の学力を高めていくため，学校全
体で協力して授業づくりを行っていきます。
文責：チーム学びづくり 湯浅

■渡邊麻綾先生(平成３１年４月より３年間

■及川夏美先生(平成２８年４月より６年間

釧路市立昭和小学校へ)

標茶小学校で過ごしたこの６年は，私にとってかけがえのない『宝物』となりました。標茶
小学校の子ども達は，本当に優しくて，素直で，とても可愛かったです。どの１年も大変思い
出深いものとなりました。保護者の皆様，地域の皆様との出会いとご支援に深く感謝していま
す。ありがとうございました。

■藤原千草先生(平成２９年４月より５年間

釧路町立別保小学校へ)

５年前に標茶小学校に赴任し，子ども達の温かさを感じたことを今でも覚えています。そん
な素直で元気いっぱいの標茶小学校の子ども達と過ごした時間は，本当に幸せでした。そんな
毎日を送れたのも，地域の皆様，保護者の皆様のおかげです。心より感謝しています。ありが
とうございました。

弟子屈町立弟子屈小学校へ)

標茶小学校では，３年間勤務しました。素直で明るい標茶小学校の子ども達と過ごすことが
できた毎日は大切な思い出です。保護者の皆様にも温かく見守っていただいたことに感謝して
おります。子ども達との思い出を胸に，新天地でも頑張ります。ありがとうございました。

■今井直史先生(令和３年４月より 1 年間

任期満了により退職)

本年３月をもって，教育現場から離れることにいたしました。再任用の３年間のうち２年間
を標茶小学校の素直で明るい子ども達と過ごせたことは，大変よい思い出となりました。これ
からも子ども達がまっすぐに成長することを祈念し，お別れのご挨拶といたします。ありがと
うございました。

■畠山祥代先生(令和３年９月より７ヶ月間

任期満了により退職)

９月に標茶小学校に赴任してからあっという間の半年間でした。２年生はもちろんですが，
他の学年の子ども達も縦割り掃除や委員会，休み時間などに元気な姿をたくさん見せてくれ
て，とても楽しい時間を過ごさせていただきました。短い期間ではありましたが，本当にあり
がとうございました。

■東海林繁男校務補(平成２７年４月より７年間

標茶町立磯分内小学校へ)

７年間と長い間，標茶小学校に勤務させていただき有難うございます。元気で明るいたくさ
んの子ども達に接することでいっぱい元気を貰いながら勤め上げる事が出来ました。次に行く
学校でもたくさんの元気な子ども達と元気に勤務していきたいと思います。

■小原百華支援員(令和３年４月より 1 年間

任期満了により退職)

１年間という短い間でしたが，標茶小学校の皆さんに関わることができてうれしく思ってい
ます。子ども達に何か教えるというよりも子ども達と一緒に考え，学んだ１年だったように感
じます。一緒に頑張った日々が，子ども達の未来で何か役に立ったら良いなと思います。今ま
で，本当にありがとうございました。

